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国民体育大会・近畿ブロック大会派遣 75,627

和歌山県スポーツ少年団総合競技大会 530

スポーツ振興推進 17,051

スポーツ施設整備更新 1,650

トップアスリート育成 157,373

コーチスキルアップ 9,873

ジュニア活性化推進 884

計 262,988

和歌山県市町村対抗ジュニア駅伝選手派遣 840

高等学校体育・スポーツ振興 2,458

中学校体育・スポーツ振興 710

特別支援学校体育・スポーツ振興 123

特別支援学校体育・スポーツ振興 136

ハイスクール強化校指定 25,400

ジュニアハイスクール指定 9,300

障害者スポーツ振興
（各部会活動及び大会開催）

400

第３４条

第３５条

第１０条

第１３条　国又は地方公共団体が社会教育関係団体に対し補助金を交付しようとする場合には、あ
らかじめ、国にあっては文部科学大臣が審議会等(国家行政組織法(昭和２３年法律第１２
０号)第８条に規定する機関をいう。第５１条第３項において同じ。)で政令で定めるもの
の、地方公共団体にあつては教育委員会が社会教育委員の会議(社会教育委員が置かれて
いない場合には、条例で定めるところにより社会教育に係る補助金の交付に関する事項を
調査審議する審議会その他の合議制の機関)の意見を聴いて行わなければならない。

(審議会等への諮問等)
　国又は地方公共団体が第３３条第３項又は前条の規定により社会教育関係団体(社会教
育法(昭和２４年法律第２０７号)第１０条に規定する社会教育関係団体をいう。)である
スポーツ団体に対し補助金を交付しようとする場合には、あらかじめ、国にあっては文部
科学大臣が第９条第２項の政令で定める審議会等の、地方公共団体にあっては教育委員会
(特定地方公共団体におけるスポーツに関する事務(学校における体育に関する事務を除
く。)に係る補助金の交付については、その長)がスポーツ推進審議会等その他の合議制の
機関の意見を聴かなければならない。この意見を聴いた場合においては、同法第１３条の
規定による意見を聴くことを要しない。

◇社会教育法（昭和２４年法律第２０７号）

(社会教育関係団体の定義)
　この法律で「社会教育関係団体」とは、法人であると否とを問わず、公の支配に属しな
い団体で社会教育に関する事業を行うことを主たる目的とするものをいう。

(審議会等への諮問)

　地方公共団体は、スポーツ団体に対し、その行うスポーツの振興のための事業に関し必
要な経費について、その一部を補助することができる。

各市町村体育協会等

和歌山県高等学校体育連盟

和歌山県中学校体育連盟

和歌山県盲学校・ろう学校体育振興会

和歌山県特別支援学校体育連盟

各ハイスクール強化校運営委員会

各ジュニアハイスクール指定校
運営委員会

和歌山県障害者スポーツ協会

【参考：関係法規】
◇スポーツ基本法（平成２３年度法律第７８号）

(地方公共団体の補助)

公益社団法人和歌山県体育協会

令和２年度におけるスポーツ団体に対する補助（案）

　本県のスポーツの振興及び奨励並びに施設の充実を促進することを目的とする事業について補助を行う。

補助先団体名 補助対象事業
金額

(単位:千円)
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令和元年度 令和２年度 増減 事業内容

1
ゴールデンキッズ
発掘プロジェクト

16,298 15,466 ▲ 832

小学校３・４年生からトップアスリートを目指す優
れた素質を有する人材を発掘し、「ゴールデン
キッズ」として認定し、計画的・継続的に育成プロ
グラムを実施する。

2
国民体育大会・近畿
ブロック大会派遣

67,510 75,627 8,117
県体育協会が行う国民体育大会及び同近畿ブ
ロック大会への本県選手派遣に対し補助する。

3
和歌山県市町村対
抗ジュニア駅伝競走
大会開催

15,713 15,250 ▲ 463
市町村対抗ジュニア駅伝競走大会を開催し、児
童生徒の体力向上に資するとともに、地域におけ
るスポーツ気運の醸成を図る。

4
広域スポーツセン
ター育成

918 1,598 680
「総合型地域スポーツクラブ」の創設・育成に関
し、適切な指導、助言、その他必要な支援を行う。

5 スポーツ管理運営 38,934 41,571 2,637
本県のスポーツの振興を図るため、スポーツに関
する各事業に補助を行うとともに、各種事業を開
催する。

6
三四六総合運動公
園管理運営

23,824 23,453 ▲ 371
三四六総合運動公園のうち、旧南紀スポーツセン
ター部分に係る施設の維持管理に対する支援を
行う。

7
マスターズスポーツ
推進

18,647 41,568 22,921

スポーツを核とした「元気な和歌山」を実現するため、
「ワールドマスターズゲームズ2021関西」の開催準備を
進めるとともに、各スポーツ大会等と連携した「関西マ
スターズスポーツフェスティバル」を開催する。

8
スポーツキャンプ
誘致の推進

9,971 8,741 ▲ 1,230
東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に
向けた海外ナショナルチーム等の事前キャンプの
受入れを実施する。

9 トップアスリート育成 182,337 161,685 ▲ 20,652

ジュニア選手発掘に始まるジュニア・少年・成年の
一貫指導体制による計画的・戦略的強化により、
国民体育大会の入賞やオリンピック等の日本代
表選手の輩出などトップアスリートを育成する。

10 コーチスキルアップ 15,884 13,885 ▲ 1,999

各競技の中心的指導者にコーチングスキルを向
上させるシステムを構築する。併せて、現在優秀
な競技者を優れた指導者として養成し、活用する
システムも構築する。

11
スポーツ医・科学
サポート

26,040 23,458 ▲ 2,582

紀の国わかやま国体に向けて構築したスポーツ
医・科学サポートの内容や連携関係を継承するた
め、トレーナー・ドクター派遣、マルチサポート、
医・科学サポートを引き続き行う。

12 ジュニア活性化推進 884 884 0
国体会場地となった市町村で、当該競技の他県
中学校強豪チーム（選手）を招へいし、合同練習
会を開催する。

13
さあ　スポーツだ！
プロジェクト

7,882 8,086 204
生涯にわたってスポーツに親しむ気運を醸成する
ため、わかやまリレーマラソンの開催や、マスター
ズスポーツ体験会を実施する。

14
東京2020オリンピッ
ク・パラリンピック聖
火リレー運営

-              80,071 80,071

オリンピック聖火リレーにおけるセレブレーション
会場の準備や聖火リレー実施市町への支援及び
パラリンピック聖火リレーの採火・出立イベントを
実施する。

令和２年度スポーツ関連当初予算（案）一覧表

（単位：千円）

事業名
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令和元年度 令和２年度 増減 事業内容

令和２年度スポーツ関連当初予算（案）一覧表

（単位：千円）

事業名

15
県立体育館・武道館
維持運営管理

58,876 82,007 23,131
県立体育館、県立武道館の運営管理及び県立体
育館の設備改修工事を行う。

16
和歌山ビッグ愛・ビッ
グホエール・ビッグウ
エーブ維持運営管理

391,780 408,333 16,553
和歌山ビッグ愛、和歌山ビッグホエール及び和歌
山ビッグウエーブの運営管理及び和歌山ビッグ
愛・ビッグホエールの設備改修工事を行う。

17
わかやまスケート
パーク（仮称）整備

50,666 -              ▲ 50,666

スケートボードの競技力向上や競技者の裾野の
拡大、県民のスポーツにふれあう機会の創出及
びスポーツ振興を図るため、スケートパークを整
備する。

18 学校体育等指導 3,690 9,485 5,795
児童生徒の体力向上を図るため体力調査を行
い、結果の分析に基づく施策を実践する。

19 運動部活動推進 41,070 35,027 ▲ 6,043
外部指導者・部活動指導員の配置や各種学校体
育大会の運営及び選手派遣に対する助成を行
う。

20
武道等指導充実・資
質向上支援

6,502 5,847 ▲ 655

中学校で必修化された武道・ダンスをはじめ、課
題のある領域に、専門家（有識者・地域人材）を
派遣し授業の充実を図るとともに、指導者研修会
を開催し指導力向上を図る。

21
和歌山・海プロジェク
ト

3,124 2,968 ▲ 156

小・中学校及び特別支援学校の児童生徒を対象
にヨット体験会を実施し、海を身近に感じ、海の素
晴らしさを知る子供を育成するとともに、ヨット競
技への関心を高める。

22
全国高等学校総合
体育大会ヨット競技
大会開催

21,270 21,270 0
高校生を中心に積極的な支援活動を行い、心に
残る大会とするとともに、和歌山の魅力を引き続
き全国に発信する。（令和6年度まで固定開催）

23
ハイスクール強化校
指定

28,230 25,400 ▲ 2,830
県内高等学校運動部活動の底上げを図り、県全
体のスポーツ強化に繋げる。

24
ジュニアハイスクー
ル指定

10,350 9,300 ▲ 1,050
県内中学校運動部活動の底上げを図り、県全体
のスポーツ強化に繋げる。

25
第３２回全国健康福
祉祭和歌山大会開
催準備

1,203,777 -              ▲ 1,203,777

平成31年度「第32回全国健康福祉祭和歌山大
会」の開催に向け、各交流大会会場地市町実行
委員会及び関係諸団体と連携の下、円滑な開催
準備を行うと共に積極的な広報活動に取り組む。

26 障害者スポーツ振興 24,226 25,062 836

障害者スポーツの振興、障害者の自立及び社会
参加を促進するため、全国障害者スポーツ大会
への選手団派遣や、各種スポーツ大会等の開催
を行う。

2,268,403 1,136,042合計



令和２年度 和歌山県生涯スポーツ振興事業方針（案）

１ 目 的
いつでも、どこでも、いつまでも、誰もが気軽に生涯にわたってスポーツに親しめるよ
う、指導体制の確立、総合型地域スポーツクラブの育成、スポーツ大会等を開催する。ま
た、生涯スポーツ振興の観点から市町村を支援し、地域のスポーツ活動のより一層の推進を
図る。

２ 関係事業等
（１）スポーツ少年団事業の推進

「一人でも多くの青少年にスポーツの喜びを!」「スポーツを通じて青少年のからだ
とこころを育てる組織を地域社会の中に!」というスポーツ少年団の理念に基づき、各
種大会や交流事業を推進し、スポーツ少年団組織の充実と青少年の健全育成を図る。
① スポーツ少年団総合競技大会

各地方の代表が集い、交流大会を通じて団員同士の交流を図ることで、青少年
の自主性や社会性を育てる。

② スポーツ国際交流
ドイツのスポーツユーゲント団員等を受け入れ、スポーツ交流を行うことで、
国際交流の輪を広げる。

③ 指導者及びリーダーの育成
単位団の育成・指導にあたる指導者及びリーダーの育成を図る。

④ 組織整備強化事業
各地方のスポーツ少年団活動を積極的に促進するために、県スポーツ少年団指
導者協議会の充実を図る。

⑤ 令和２年度近畿ブロックスポーツ少年団剣道交流大会
近畿２府４県の剣道スポーツ少年団団員の交流活動促進の場とする。

（２）総合型地域スポーツクラブ育成事業の推進
生涯スポーツ社会の実現を図るため、子供から高齢者まで誰もが気軽に参加でき、

定期的・継続的に活動できる場として、総合型地域スポーツクラブの育成を推進す
る。

（３）広域スポーツセンター
総合型地域スポーツクラブの創設や運営、活動全般について効果的・効率的に支援

を行う。
① 「総合型クラブ」の創設・育成に関する支援
② クラブマネジャー・指導者育成に関する支援
③ スポーツ情報の提供
④ 「総合型クラブ」のスポーツ交流大会等の開催
⑤ トップレベル競技者育成に関する支援

（４）スポーツへの参加促進
① さあ スポーツだ！プロジェクト

生涯にわたってスポーツに親しむ気運を醸成するため、「スポーツをやってみ
よう！」と呼びかけを実施するとともに、リレーマラソンや各種マスターズスポ
ーツ体験会の開催等、スポーツにふれ合う機会を創出する。

② ワールドマスターズゲームズ２０２１関西への準備
本県開催競技 ５競技７種目が決定したので、開催準備を進める。
陸上（ハーフマラソン、駅伝）、射撃（ライフル）、ダンススポーツ
セーリング（セーリング、ウインドサーフィン）、バレーボール（インドア）

③ スポーツクラブ等の育成
地域における日常的なスポーツ活動を促進するため、スポーツ少年団をはじめ
地域のスポーツクラブを育成する。

④ 第２０回和歌山県市町村対抗ジュニア駅伝競走大会
第２０回大会を開催し、児童生徒の体力向上に資するとともに、地域における

スポーツ気運の醸成を図る。（2021年 2月 21日（日）開催）
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第51回和歌山県スポーツ少年団総合競技大会 
       ■  開  催 地     有田地方 
       ■  実施競技 
         軟式野球   サッカー      バレーボール  
                剣   道     柔     道 

 

 

 

 

 総合型地域スポーツクラブの育成支援 
     ■ 創設クラブ  県内１8市町に４4クラブが活動中                 

            ■ 創設目標   ３０市町村に７０クラブ （2020年度）    

          ■ 事業内容   ・総合型クラブ和歌山県協議会の運営支援            

                   ・クラブマネジャー等の運営者育成 

                   ・各ブロック別事業の開催 

                   ・障害者スポーツの普及 

                      （障害福祉課との連携） 

  

 地域スポーツ指導者等研修会 

    ■ スポーツ少年団、総合型クラブ、スポーツ推進委員 

       等を対象としたスポーツ振興に係る研修会 

     

 
  

 第20回和歌山県市町村対抗 

         ジュニア駅伝競走大会 
    ■ 開 催 日   ２０２1年２月21日  

    ■ 区間・距離    １０ 区間、２１．１ ｋｍ 

           ■ チーム編成   小学生男女各２名、中学生男女各３名 

           ■ 出場チーム   市町村代表  ４５チーム程度 
 

 

  

和歌山県の生涯スポーツ振興事業の予算（案）概要 令和２年度 

スポーツ少年団活動への支援 
530千円 

マスターズスポーツの推進 ※ 
29,503千円 

市町村のスポーツ振興・青少年の健全育成 ※ 
15,250千円 

広域スポーツセンター育成 
1,598千円 

「ワールドマスターズゲームズ２０２１関西」 
   １３府県市による２０２１年開催への準備 
  ■ 県内開催競技  ５競技７種目 
     陸上（ハーフマラソン、駅伝）、射撃（ライフル射撃） 
   ダンススポーツ、セーリング（セーリング、 
   ウインドサーフィン）、バレーボール（インドア）   

「さあ スポーツだ！プロジェクト」 
  生涯にわたってスポーツに親しむ気運を醸成 
  ■ リレーマラソンの開催 2020年11月  
  ■ マスターズスポーツ体験会の実施 2020年9月～ 

 

   上記は県体育協会の実施事業。 但し、※は県教育委員会事業。 

 



減

入賞種目数・・・３０種目（昨年度２８種目）

入賞競技・・・・ウエイトリフティング、フェンシング、カヌー、陸上競技、弓道、

　　　　　　　　ヨット、相撲、レスリング、水泳（競泳）、少林寺拳法、

　　　　　　　　ソフトテニス、サッカー

入賞種目数・・・９種目（昨年度１０種目）

入賞競技・・・・軟式野球、柔道、水泳（競泳）、陸上競技

男女総合成績２０位台

（４）第７５回国民体育大会（鹿児島国体）の目標について

本大会出場数

　○近畿ブロック大会結果

２９位

第７２回
（愛媛）

２６位

１００９．５点 ９３４．５点

２８位２９位女子総合成績
（皇后杯）

順位

５４４点 ４６６点 ５１５．５点

（３）令和元年度全国中学校体育大会上位成績について

（１）第７４回国民体育大会の総括について

９１２．５点 ９９７点

３６位

男女総合成績
（天皇杯）

順位

得点 ２２５７点

２位

第７４回
（茨城）

２２位

第７３回

第７４回

種目

種目

（２）令和元年度全国高等学校総合体育大会上位成績について

５０９点９９９．５点

3

22

　○本国体結果

男女総合成績（天皇杯）　２２位　　　９９７点　

女子総合成績（皇后杯）　２９位　５１５．５点

得点

２７位

第７１回
（岩手）

２０位

第７０回
（和歌山）

１位

第７３回
（福井）

19 種目

種別

種別

種別

競技

競技

競技

3

43

40

6

37

31
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令和２年度和歌山県競技力向上対策基本方針（案） 

１ 目  的 

本県を代表する競技者が、国際競技大会や全国大会で優秀な成績を収めることは、多く

の県民に夢と感動を与え、郷土愛を育み、元気な和歌山を実現するとともに、本県のスポー

ツ振興に大きく寄与するものである。 

よって、平成２７年に開催された「紀の国わかやま国体」における男女総合優勝（天皇

杯獲得）で得られた成果やレガシーを大いに活かし、スポーツの好循環を創出し、本県の競

技力をさらに維持向上していくことを目的とする。 

 

２ 方  策 

「紀の国わかやま国体」の開催後、レガシーを活かした種々の取組により、競技力を維

持向上し、昨年の茨城国体においても男女総合成績２０位台を維持することができた。 

今後も本県から国際大会で活躍する日本代表選手を多く輩出し、国民体育大会において

も引き続き２０位台を目指すためには、以下に掲げる４本柱からなる競技力維持向上施策の

継続が必要と考えられる。 

ついては、県教育委員会と県体育協会が連携して、重点施策の４本柱を着実に押し進め

ていくこととする。 

ジュニア育成・少年強化 

システムの構築 

成年選手強化への支援 

すぐれた指導者の養成・

活用システムの構築 

スポーツ医・科学サポート

の内容充実 

重点施策の４本柱 重点施策の４本柱 

ジュニア選手育成・ 

少年選手強化 

システムの構築 

成年選手強化への支援 

優れた指導者の養成・活用 

システムの構築 

スポーツ医・科学サポート 

の充実 

オリンピック・パラリンピック 

競技大会出場者 

１０名以上 

インターハイ入賞種目数 

５０種目 

今後の目標 

国体男女総合成績 

２０位台 
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（１）ジュニア選手育成・少年選手強化システムの構築 

紀の国わかやま国体に向けてターゲットエイジを発掘・育成・強化してきたノウハウを

生かし、ジュニア選手育成・少年選手強化システムを構築する。そして、成年種別の活躍

へと繋げる。 

①ジュニア選手の育成 

○ ジュニア・少年・成年強化〔ジュニア〕 

国体の少年種別選手や成年種別のふるさと選手として活躍する選手を育成するため、国

体実施競技を対象に年間を通じて発掘事業、強化合宿、県外遠征等を実施し、ジュニア選

手の育成を図る。 

○ ジュニアハイスクール指定事業 

競技の普及及び競技力の向上を図るために、県内の中学校運動部を特別に指定し、当該競技

の普及の拠点となる活動を展開させるとともに、部活動の活性化に繋げる。 

○ ジュニア活性化推進事業 

紀の国わかやま国体会場地となった市町村で、当該競技の他県中学校強豪チーム（選手）

を招へいし、合同練習会を開催する。 

○ ゴールデンキッズ発掘プロジェクト事業 

小学校３・４年生からトップアスリートを目指す優れた素質を有する子供を発     

掘して、「ゴールデンキッズ」として認定し、計画的・継続的に育成プログラムを実施する。 

②少年選手の強化 

○ ジュニア・少年・成年強化〔少年〕 

国体の少年種別において優秀な成績を収めるため、国体実施競技を対象に年間を通じて

県外遠征や強化合宿等を実施し、競技力の向上を図る。 

○ スペシャルアスリートサポート〔少年〕 

トップレベルの競技力を有する本県の国体少年種別選手やオリンピック競技大会を目指

す選手を支援し、競技力の向上を図る。 

○ ハイスクール強化校指定事業 

特色ある学校づくりの一環として、県内の高等学校運動部を特別に指定し、当該競技の普及

の拠点となる活動を展開させるとともに、部活動の活性化に繋げる。 

 

（２）成年選手強化への支援 

国体に向けた競技団体の強化事業、成年強化の母体となって活動している企業チームや

クラブチームの活動維持等について支援する。 

①成年選手の強化 

○ ジュニア・少年・成年強化〔成年〕 

国体の成年種別において優秀な成績を収めるため、国体実施競技を対象に年間を通じて

県外遠征や強化合宿等を実施し、競技力の向上を図る。 

○ スペシャルアスリートサポート〔成年〕 

トップレベルの競技力を有する本県の国体成年種別選手やオリンピック・パラリンピッ

ク競技大会を目指す選手を支援し、競技力の向上を図る。 

○ きのくにふるさと選手派遣 

本県中学校、高等学校を卒業したふるさと選手の中から全国で活躍する選手を指定し、

本県の代表として国体の近畿ブロック大会等に出場する環境を整える。 



 

②トップレベル・スポーツクラブの育成 

○ トップレベル・スポーツクラブ活性化支援 

スポーツクラブの運営組織・財政基盤の確立を促進するとともに、トップレベルの競技

力を有するスポーツクラブとして、企業・行政・地域住民の支援によるクラブの自立を目

指す。 

 

（３）優れた指導者の養成・活用システムの構築 

各競技の中心的指導者を対象に、コーチングスキルを向上させるシステムを構築する。

併せて、現在の優秀な競技者を優れた指導者として養成（公認指導者資格取得を含む）し、

活用するシステムも構築する。 

①指導者の養成 

○ トップ強化コーチ招へい 

中央競技団体等の優秀な指導者を招へいすることにより、高度な技術や戦略等を習得す

る。 

○ コーチレベルアップ、コーチ派遣 

各競技における優秀な指導者の養成及び資質向上のため、「チーム和歌山コーチ塾」等

を開催する。 

また、次世代の強化を担う指導者を、 

・県内や全国各地で開催される研修会 

・国内優秀指導者の下での短期研修等 

・国体強化チームの強化合宿、県外遠征、全国大会等 

    に派遣し、優れた指導者を養成する。 

②指導者の活用 

○ きのくにエクセレントコーチ 

優れた指導力を有する退職した教職員等を県内各学校の運動部活動等に派遣し、競技 

力向上を図る。 

 

（４）スポーツ医・科学サポートの充実 

紀の国わかやま国体に向けて構築したスポーツ医・科学サポートの内容や関係機関との

連携を継承する。 

○ トレーナー・ドクター派遣 

国体、近畿ブロック大会、強化練習・遠征にトレーナーやドクターを派遣する。 

○ マルチサポート 

・専門機関によるアンチ・ドーピング活動、スポーツ歯科サポート、女性アスリートサ

ポートの実施。 

・専門機関や競技団体との連携強化のため、各種会議・講習会を開催する。 

○ 医・科学サポート 

専門機関において、メディカルチェック等の医・科学チェックを受けるとともに、トレ

ーニングや心理等の医・科学支援を受ける。 



和歌山県の競技力向上関連事業の予算（案）概要 

 

１ ジュニア・少年・成年強化 
    遠征、強化合宿等の強化事業への補助                               

２ スペシャルアスリートサポート 
   トップレベルの競技力を有する本県の国体選手やオリンピック・ 

  パラリンピック候補選手個人に対するサポート 

３ トップレベル・スポーツクラブ活性化支援 
    チームスポーツのトップレベルクラブに対するサポート                               

４ きのくにふるさと選手派遣 
       トップレベルの競技力を有する本県ふるさと選手に対するサポート 

５ 競技力向上対策会議運営 ※ 
       会議の開催、国民体育大会等の競技力分析 

      

 

    高等学校の運動部を指定し、遠征等を実施するための補助   

令和２年度 

 
    中学校の運動部を指定し、遠征等を実施するための補助     

ハイスクール強化校指定事業  ※ 
25,400千円 

ジュニアハイスクール指定事業  ※ 
9,300千円 

合計 250,078千円(280,023千円) 

 

 

   小学生４年～６年生を対象に、発掘・認定・育成プログラムの実施  

 

 
   市町村が行う県内中学選抜と他県強豪校との合同練習会への補助 

ジュニア活性化推進事業 
884千円 

ゴールデンキッズ発掘プロジェクト事業 ※ 
15,466千円 

 

１ トレーナー・ドクター派遣       ２ マルチサポート 
３ 医・科学サポート    

 

１ トップ強化コーチ招へい 
       日本トップレベルの優秀な指導者の招へい 

２ コーチレベルアップ 
       トップレベル指導者の養成、資質向上 

３ コーチ派遣                                               

      きのくにエクセレントコーチ ※ 

       きのくにコーチ派遣   

上記は県体育協会の実施事業。 但し、※は県教育委員会事業。 金額の（  ）内は平成31年度 

    

 

トップアスリート育成事業 
161,685千円 

コーチスキルアップ事業 
13,885千円 

スポーツ医・科学サポート事業 
23,458千円 



 

 

【大会ビジョン】 

スポーツには世界と未来を変える力がある。 

 

 ・日本選手団結団式：2020年 7月 4日（土） 代々木第二体育館 

       壮行式：  同上        国立代々木競技場 

 ・開会式 ：2020年 7月 24日（金） 新国立競技場 

・会 期 ：2020年 7月 24日（金）～8 月 9日（日）   １７日間 

      ※野球・ソフト及びサッカーについては 22日（水）から 

・競技数 ：３３競技 

 ※東京大会追加競技：野球・ソフトボール、空手、スケートボード、スポーツクライ

ミング、サーフィン 

・参加アスリート数：１１，０９０人  金メダル数：３３９個 

 

 ・日本選手団結団式＆壮行式：未定 

 ・開会式 ：2020年 8月 25日（火） 新国立競技場 

 ・会 期 ：2020年 8月 25日（火）～9 月 6日（日）   １３日間 

 ・競技数 ：２２競技       ※新競技：バドミントン、テコンドー 

 ・参加アスリート数：４，４００人   金メダル数：５４０個 

 

〇本県関係選手の状況                 【資料３－２】 

 

〇東京 2020オリンピック聖火リレー          【資料３－３】 

（全体日程：2020年 3月 26日～7 月 24日（金）） 

  本県：2020年 4月 10日（金）～11日（土）の２日間 

〇東京 2020パラリンピック聖火フェスティバル 

  本県：2020年 8月 16日  開催場所：田辺スポーツパーク 

 

〇東京 2020オリンピック・パラリンピック事前キャンプ 【資料３－４】 

  カナダ競泳ナショナルチーム、オーストラリア陸上ナショナルチーム 

  サッカー女子日本代表チーム 

東京 2020オリンピック・パラリンピック関連 

■東京 2020オリンピック競技大会 

■東京 2020パラリンピック競技大会 
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本県関係選手の状況

奥井　眞生　（自衛隊体育学校）

東　晟良　（日本体育大学2年）

東　莉央　（日本体育大学3年）

四十住　さくら　（伊都中央高校3年）

南出　大伸　（木下グループ）

中村　智太郎　（株式会社日阪製作所）

　　　　　　　　　　　フェンシング競技

　　　　　　　　　　　スケートボード競技

　　　　　　　　　　　水泳（OWS）競技

　　　　　　　　　　　水泳（競泳）競技

（１）東京２０２０オリンピック競技大会出場選手

（２）東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会への出場が期待される選手

　　　　　　　　　　　レスリング競技

　　　　　　　　　　　フェンシング競技

 令和元年８月２１日～２５日 ハンガリー・セゲトで開催されたカ

ヌースプリント世界選手権において、男子カヤックフォア５００ｍに出

場し、アジア最上位となったため、東京２０２０オリンピック競技大会

出場が内定した。 

カヌー競技 
 
 みやた  ゆうすけ 

 宮田 悠佑  

 （和歌山県教育センター学びの丘） 
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2020東京オリンピック競技大会出場内定について 

 

２月１５日、オーストラリアで開催された「Nacra(ナクラ)１７級世界選手権」が開

催され、畑山絵里選手のペアが１９位（日本人最上位）となり、争っていたペアとポ

イントが並んだが、最終大会での上位者というルールで 2020 東京オリンピック出場

が内定。 

 

セーリング競技 Ｎａｃｒａ（ナクラ）１７級（男女混合） 

 

（プロフィール） 

氏名 ：畑山
はたやま

 絵里
え り

（28） 

所属 ：（株）エス・ビー・ネットワーク 

学歴 ：楠見中学校卒業→星林高校卒業 

→日本経済大学（福岡県） 

 

 

 

※Ｎａｃｒａ（ナクラ）１７級 

リオデジャネイロ五輪(2016)より採用された唯一の男女混合種目。 

最大時速４０kmでオリンピックの正式種目では最速。 

 

 
 



（参考） 

 

 

～東京2020オリンピック聖火リレー～ 

和歌山県内の詳細ルート 

４月１０日（金）  

市町名  出発予定地  到着予定地  

新宮市  王子ヶ浜三叉路付近広場  新宮警察署前  

那智勝浦町  大門坂入口  飛瀧神社  

串本町  道の駅「くしもと橋杭岩」駐車場  串本町総合運動公園多目的グラウンド  

白浜町  しららはまゆう公園  白浜町臨海駐車場前  

田辺市  文里芝グラウンド  紀南文化会館前  

御坊市  津波避難タワー(薗地区)三叉路  県立紀央館高等学校  

有田市  有田市民会館内  有田市民会館前  

海南市 (和歌山市 )  国道42号  船尾交差点西側  和歌山マリーナシティ第１駐車場  

※別途、聖火リレースポンサーが白浜町のとれとれ市場駐車場内でリレーを実施  

セレブレーション会場：和歌山マリーナシティ第１駐車場  

４月１１日（土）  

市町名  出発予定地  到着予定地  

和歌山市  和歌山城西の丸広場  JR和歌山駅前  

岩出市  岩出市立市民総合体育館駐車場  コメリパワー岩出店駐車場  

紀の川市  オークワ  オー・ストリート紀の川井阪店  パナソニック株式会社  

かつらぎ町  かつらぎ町立佐野こども園  かつらぎ公園  

高野町  奥の院前  金剛峯寺大門  

橋本市  橋本駅前  橋本市運動公園多目的グラウンド  

セレブレーション会場：橋本市運動公園多目的グラウンド  

・１つの市町内で聖火ランナーによるリレーを行い、終了後次の市町へ車両で移動。 

・２日間で約180名が走り、１名当たり約200m・約２分間かけて走ります。  

・１日の終わりに聖火到着を祝うイベント（セレブレーション）を実施。  

オリンピック聖火 

リレー実施日程 

リレー全体：2020 年 3 月 26 日（木）から 7 月 24 日（金）まで 

和 歌 山 県：2020 年 4 月 10 日（金）～11 日（土）の 2 日間 

      ※三重県から本県へ、本県から奈良県へ 
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出発予定地 王子ヶ浜三叉路付近広場 出発予定地 大門坂入口
到着予定地 新宮警察署前 到着予定地 飛瀧神社
セレモニー 出発式 セレモニー ﾐﾆｾﾚﾌﾞﾚｰｼｮﾝ

出発予定地 道の駅「くしもと橋杭岩」駐車場 出発予定地 しららはまゆう公園
到着予定地 串本町総合運動公園多目的ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 到着予定地 白浜町臨海駐車場前
セレモニー ﾐﾆｾﾚﾌﾞﾚｰｼｮﾝ セレモニー ﾐﾆｾﾚﾌﾞﾚｰｼｮﾝ

出発予定地 文里芝ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 出発予定地 津波避難ﾀﾜｰ(薗地区)三叉路
到着予定地 紀南文化会館前 到着予定地 県立紀央館高等学校
セレモニー ﾐﾆｾﾚﾌﾞﾚｰｼｮﾝ セレモニー ﾐﾆｾﾚﾌﾞﾚｰｼｮﾝ

出発予定地 有田市民会館内 出発予定地 国道42号　船尾交差点西側
到着予定地 有田市民会館前 到着予定地 和歌山ﾏﾘｰﾅｼﾃｨ第1駐車場
セレモニー ﾐﾆｾﾚﾌﾞﾚｰｼｮﾝ セレモニー ｾﾚﾌﾞﾚｰｼｮﾝ(1日目最終到着地)

　※セレブレーション終了まで
・1日目　2020年4月10日（金）　午前9時ごろ～午後8時ごろ（予定）

東京2020オリンピック聖火リレー詳細ルート

有田市　【第7区間】 海南市（和歌山市）　【第8区間】

御坊市　【第6区間】田辺市　【第5区間】
※別途、スポンサーがとれとれ市場内でリレー実施

白浜町　【第4区間】串本町　【第3区間】

那智勝浦町　【第2区間】新宮市　【第1区間】

スタート 

王子ヶ浜 

三叉路付近 

広場 

ゴール 

新宮警察署前 

スタート 

大門坂 

入口 

ゴール 

飛瀧神社 

スタート 

道の駅「くしもと橋杭岩」駐車場 

ゴール 

串本町総合運動公園 

多目的ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 
スタート 

しららはまゆう公園 

ゴール 

白浜町臨海駐車場前 

スタート 

文里芝ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 

ゴール 

紀南文化会館前 

スタート 

津波避難ﾀﾜｰ(薗地区) 

三叉路 

ゴール 

県立紀央館高等学校 

スタート  

有田市民会館内 

ゴール 

有田市民会館前 

スタート 

国道42号 

船尾交差点西側 
 

ゴール 

和歌山 

ﾏﾘｰﾅｼﾃｨ 

第１駐車場 



出発予定地 和歌山城西の丸広場 出発予定地 岩出市立市民総合体育館駐車場

到着予定地 ＪＲ和歌山駅前 到着予定地 ｺﾒﾘﾊﾟﾜｰ岩出店駐車場
セレモニー 出発式 セレモニー ﾐﾆｾﾚﾌﾞﾚｰｼｮﾝ

出発予定地 ｵｰｸﾜ ｵｰ・ｽﾄﾘｰﾄ紀の川井阪店 出発予定地 かつらぎ町立佐野こども園
到着予定地 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ株式会社 到着予定地 かつらぎ公園
セレモニー ﾐﾆｾﾚﾌﾞﾚｰｼｮﾝ セレモニー ﾐﾆｾﾚﾌﾞﾚｰｼｮﾝ

出発予定地 奥の院前 出発予定地 橋本駅前
到着予定地 金剛峯寺大門 到着予定地 橋本市運動公園多目的ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ
セレモニー ﾐﾆｾﾚﾌﾞﾚｰｼｮﾝ セレモニー ｾﾚﾌﾞﾚｰｼｮﾝ(2日目最終到着地)

紀の川市　【第3区間】 かつらぎ町　【第4区間】

高野町　【第5区間】 橋本市　【第6区間】

東京2020オリンピック聖火リレー詳細ルート
・2日目　2020年4月11日（土）　午前9時ごろ～午後8時ごろ（予定）

和歌山市　【第1区間】 岩出市　【第2区間】
　※セレブレーション終了まで

ゴール 

ＪＲ和歌山駅前 

スタート 

和歌山城 

西ノ丸広場 

スタート 

岩出市立市民総合体育館駐車場 

ゴール 

ｺﾒﾘﾊﾟﾜｰ 

岩出店 

駐車場 

スタート 

ｵｰｸﾜ ｵｰ・ｽﾄﾘｰﾄ紀の川井阪店 

ゴール 

ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ株式会社 

スタート 

かつらぎ町立 

佐野こども園 ゴール 

かつらぎ 

公園 

スタート 

奥の院前 

ゴール 

金剛峯寺大門 

ゴール 

橋本市運動公園 

多目的ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 

スタート 

橋本駅前 
 



パラリンピック聖火フェスティバルについて

【パラリンピック聖火リレー実施期間　2020年8月13日～25日】

　 パラリンピック陸上競技ナショナルトレーニングセンター競技別強化拠点施設である田辺スポーツ

パークを和歌山県パラスポーツの聖地と位置づけ、東京2020パラリンピック競技大会に関心を高

め、共生社会への思いを込められた聖火「和歌山の火」を採火し東京に向けて送り出すイベント

【聖火フェスティバル　開催日時・場所】

 開催日時：令和　2年　8月16日（日）13時～13時35分

 開催場所：田辺スポーツパーク　(パラリンピック陸上競技ナショナルトレーニングセンター強化拠点施設）

【採火】 ※令和元年10月19日（土）に採火済み

 採火方法　 稲むらの火祭りでおこされた稲むらの火を和歌山県の火として採火
 採火者　　県教育委員会　教育長

【出立式】

 ・和歌山県立田辺高等学校吹奏楽部によるオープニングイベント（予定）

 ・聖火（ランタン）の入場

 ・和歌山県知事挨拶（予定）

 ・本県出身トップパラアスリートとのトークショー、フォトセッション　

 ・聖火「稲むらの火(和歌山の火)」を本県知事から本県出身トップパラアスリートへハンドオーバー

 ・出立（トーチをもって本県出身パラアスリートが退場）

【県選出聖火ランナー選定方法】

 ・和歌山県障害福祉課から聖火ランナー候補者の推薦を得てランナーを選出

 ・出立式（8/16) 集火式（8/21) 聖火リレー(8/22)に参加

●43道府県（和歌山県） 

パラリンピック聖火フェスティバル 

（採火・出立等） 

8/13(木)～17(月) 

 

●東京都 集火式 

8/21(金) 

●東京都 聖火リレー 

8/22(土)～25(火) 
●競技開催3県 

(静岡・千葉・神奈川) 

採火式・聖火リレー 

8/18(火）～20(木) 

県選出1名 県選出1名 



 

 

 

 

 

【東京 2020 オリンピック競技大会】 
1. カナダ競泳ナショナルチーム（スイミング・カナダ） 

   合宿期間：2020 年 7 月 11 日（土）～7 月 19 日（日）（予定） 

  練習会場：秋葉山公園県民水泳場 

  人  数：選手約 30 人・スタッフ約 20 名（予定）    

 

《東京 2020 オリンピック競技大会 競泳競技》 

大会期間：2020 年 7 月 25 日（土）～8 月 2 日（日）  

大会会場：東京アクアティクスセンター 

  

2. オーストラリア陸上ナショナルチーム（アスレティックス・オーストラリア） 

  合宿期間：2020 年 7 月 17 日（金）～8 月 8 日（土）（予定） 

  練習会場：紀三井寺公園陸上競技場 

  人  数：選手・スタッフ約 80 名（予定）      

 

《東京 2020 オリンピック競技大会 陸上競技》 

大会期間：2020 年 7 月 31 日（金）～8 月９日（日）  

大会会場：オリンピックスタジアム、札幌大通公園 

 

３．サッカー女子日本代表チーム（なでしこジャパン） 

  合宿期間：2020 年 7 月 6 日（月）～7 月 14 日（火）（予定） 

  練習会場：非公表 

  人  数：選手・スタッフ約 40 名（予定）   

 

《東京 2020 オリンピック競技大会 サッカー競技》 

大会期間：2020 年 7 月 22 日（水）～8 月 8 日（土） 

大会会場：オリンピックスタジアムほか 

 

 

【東京 2020 パラリンピック競技大会】 
４．カナダ競泳ナショナルチーム（スイミング・カナダ） 

     合宿期間：2020 年 8 月 10 日（月）～8 月 21 日（金）（予定） 

   練習会場：秋葉山公園県民水泳場 

   人  数：選手約 30 人・スタッフ約 20 名（予定）  

 

《東京 2020 パラリンピック競技大会 競泳競技》     

大会期間：2020 年 8 月 26 日（水）～9 月 4 日（金）  

大会会場：東京アクアティクスセンター 

 

 

※カナダ、オーストラリアは和歌山県・和歌山市のホストタウンに登録されています。 

 

 

東京 2020 オリンピック・パラリンピック事前キャンプ 
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